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プレーに集中することができます
足にしっかり馴染んでくれる芝生のピッチのおかげで、

しっかりとプレーに集中することができます。

また、五十公野公園陸上競技場のスタンドから聞こえる

声援は、後押しのパワーを本当に実感できる施設です。

勝利を目指してチームー丸となってがんばりますので、

応援をよろしくお願いいたします。

アルビレックス新潟レディース

中村　楓選手
Kaede　Nakamura

’1

‘

しっかり食べて！
新発田の食は、水量豊富な飯豊連峰の雪解け水と肥沃な蒲原平野に

よって育まれたうまい米コシヒカリご飯、日本海の荒波に揉まれて

育った魚介、名産アスパラガスをはじめとする新鮮な地場産の野菜

や果実、越後もち豚や豊浦牛までノ

海の幸、山の幸、“うんめもん”（＝うまいもの）が、ここ新発田に
“ふっとつ”（＝たくさん）あります∫1

緑豊かな森林に囲まれたスポーツ施設の数々。

スポーツ合宿にも適した「芝生と土」が自慢です。
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新発田市は、
新潟市から北へ約30kmに位置し、

東京からは約350km。

古くは十万石の城下町として栄え、

現在もお城をはじめとした名所旧跡が

数多く残っています。

城下町の歴史と文化、山から海まで

の豊かな自然など、たくさんの

魅力に溢れています。　　　　　b　”

β

佐渡市

●上越市

▲

∫

し　ほ　に

Sf∫E川市

嘉。ζ』，

●畏岡市

葡蹴

●鴻畑町

■新発田城Shibata　Castle
日本百名城のひとつ。別名、菖蒲城（あやめじょう）。

本丸表門・旧二の丸隅櫓は国指定重要文化財。

新潟県内では唯一、江戸時代当時の城郭建築が現存する城跡です。

問い合わせ先／新発田市教育委員会文化行政課（0254－22－9534）

■清水園Shimizu・en
近江八景を取り入れた回遊式庭園の周りには五つの茶室が点在し、

越後を代表する大名庭園となっています。国指定名勝。

問い合わせ先’清水園（0254－22－2659）

HOT　5PA」‘ON5EN”8　r
HOTEL5
新発田には、疲れを癒す全国有数の

温泉地「月岡温泉」をはじめとした

宿泊施設があります。

鵬

ゆっくり休んで、文化も感じピ7

PERSONALITIES
新発田は、個性豊かな人物を輩出しています。

■堀部安兵衛Yasl」bei　Horibe
堀部安兵衛武庸は、新発田が生んだ剣豪。赤穂義士四十七士の中

でも名高い剣客。安兵衛の生家の菩提寺長徳寺の境内には安兵衛

が江戸へ発つ時に植えた松の木（現在は二世）がある。

問い合わせ先／（一社）新発田市観光協会（0254－26－6789）

■大倉喜八郎Kihachiro　Okura
明治～大正期に貿易、建設、化学、製鉄、繊維、食品などの企業を数

多く興した大実業家。18歳で江戸に出て鰹節商店員となる。

明治に入ると、いち早く海外の商業を学び次々と事業を成功させ、

日本を代表する有名企業を創業。明治6年大倉組商会を設立した

ほか、大倉製糸、帝国劇場、サッポロビール、大成建設、東京電灯

など数多くの会社設立に関与。大倉商業学校（現東京経済大）を

創設した。大正4年男爵。

問い合わせ先、”←社）新発田市観光協会（0254－26－6789）

■蕗谷虹児　Koli　Fukiya
蕗谷虹児（ふきやこうじ）は、大正～昭和期に活躍した画家・詩人。

代表作品は、「花嫁」や詩画「花嫁人形」があります。

昭和モダンの世界へ誘われてみませんか。作品は蕗谷虹児記念館

にてご覧になれます。

問い合わせ先．蕗谷虹児記念館（0254－23－1013）
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　　六　五十公野公園陸上競技場
ぼ烈＿。，1詔蒜濫ジアムし1また」 　　”‘：r，五十公野公園野球場0言：－t　lj、m、．。P。，kBaseb。llS，。d、．m

◎蓉）五＋公野雰欝塞ンドしばた」

　　　　　Sun　SPortsland　Shibata
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日本海東北自動車道
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．・）／五十公野公園スポーツ施設

　　　　シ旦一イー

ず

■㌻五＋公野綴留繊きばた」

　　　　　Sun　Village　Shibata
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．・ 五十公野公園陸上競技場「グリーンスタジアムしばた」

Green　Stadium　Shibata

●競技エリア

　日本陸上競技連盟第2種公認競技場ナイター設備完備

　全天候型400mトラック9レーン
　インフィールド106m×71m（天然芝）
●メインスタンド収容人数

　合計：2，188人
　（一般席：2，144人／身障者席：10人／ロイヤルボックス席；34人）

●芝生スタンド　面積：3，305㎡／収容人員：6．612人

●サブグラウンド　面積：8，400㎡

●所在地ttt新発田市五十公野5724

●問い合わせ先／陸上競技場（0254－22－5244）

陸上競技場400mトラック9レーンは、ブルーのトラックが

体感温度を下げリラックス効果があると評判です。

、

2002FIFA　World　Cup練習会場

2009新潟国体サッカー・ラグビー会場
なでしこリーグ

ジャパンラグビートップリーグ

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会

国際ユースサッカーin新潟

『　一『「

露

隣接するサブグラウンドで、投てき競技の練習

も可能です。

’　ピ 7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『．，z．・、一．∴11

五十公野公園陸上競技場「グリーンスタジアムしばた」、五十公野公園野外体育施設「サン・スポーツランドしばた」と

車移動20分圏内の新発田中央公園人工芝グラウンド、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　豊浦総合運動施設を併せるとサッカー、ラグビー等が4面同時1こ利用できます。
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スピードガンを設置したスコアボード

6三’

●問い合わせ先／陸上競技場（0254－22－5244）

名球会

プロ野球イースタン・リーグ

天皇賜杯全日本軟式野球大会

BCリーグ・プロ野球独立リーグ

東京六大学野球オールスターゲーム

野球場は土にこだわった管理をしています。

水はけがよく、甲子園の土に近いと評判です。

平成26年にラバーフェンスを全面改修し、選手の

安全面の向上を図りました。

五十公野公園野外体育施設「サン・スポーツランドしばた」

Sun　SPortsland　Shibata
●天然芝多目的グラウンド（120m×80m）サッカrラグビー、ソフトボール等

●所在地／新発田市五十公野4685－32
●問い合わせ先／陸上競技場（0254－22－5244）

2009新潟国体サッカー・ラグビー会場
全国クラブチームサッカー選手権大会

U－17サッカー日本代表合宿

テ＝スコート

ljimino　Park　Tennis　Courts

全天候型人工芝（砂詰型）：6面ナイター設備完備

●問い合わせ先／サン・ビレッジしばた（0254－23－8670）
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⑲1ゆ 五十公野公園屋内体育施設「サン・ビレッジしばた」

プSun　Village　Shibata

●アリーナ（34．4m×39．5m）

　バスケットコート：2面／バレーボールコート：2面

　テニスコート：2面／バドミントンコート：8面

●小アリーナ（16．9m×8．Om）

　卓球やエアロビクスなど、多目的にご利用できるスペース

●軽運動場

　アリーナを前に広々とした空間　ダンス等

●トレーニングルーム

　298㎡の広い空間

小アリーナ

フットサル北信越リーグ

新潟県高校総体各種競技

新潟県中学校総体各種競技

トレーニングルーム

●所在地／新発田市五十公野6080

●問い合わせ先／サン・ビレッジしばた（0254－23－8670）

、鴻五十公野公園テ＝スコート

　ソIjimino　Park　Tennis　Courts

●全天候型人工芝（砂詰型）：6面

　ナイター設備完備

●所在地／新発田市五十公野4636

●問い合わせ先／

　　サン・ビレッジしばた（0254－23・8670）

　　　　　　　プ
2施設併せて12面利用出来ます。
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●アリーナ（44m×35m）冷暖房完備

　バスケットコート：2面／テニスコート：2面

　バレーボールコート：2面

　バドミントンコート：8面／卓球：24面
●アリーナ収容人数観客席：1，126席（＋身障者8席有）

●エントランスホール（卓球練習場）

●剣道場（22m×14．5m）

●柔道場（22m×14．5m）

●相撲場（トイレ・シャワー付）

●所在地／新発田市本町4－16－83
●問い合わせ先／カルチャーセンター（0254－23－3050）

Vリーグ男女バレー
bjリーグバスケット
新潟県高校総体各種競技

新潟県中学校総体各種競技

2017大相撲夏巡業新発田場所

⑲璽鴛‡慧嘉蕊1蒜亘
　　　　　　　●人工芝（ロングパイル，120．2m×74m）

　　　　　　　　サッカー・ラグビー等

　　　・　　新発田中央公園テ＝スコート0巳Sh、＿＿1＿－i。・C。u，t。

　　　　　　　●テニスコート

　　　　　　　　準全天候型（グリーンサンド）：4面

　2009新潟国体サッカー・ラグビー会場
新潟県高校総体サッカー・ラグビー競技

●所在地／新発田市本町4－16－83●問い合わせ先／カルチャーセンター（0254－23－3050）

08



新発田中央公園スポーツ施設工リア

■

■ ●

、⑦一

s

s
s

口　■

　　　　　　豊浦地区

スポーツ施設工リア

真木山中央公園野球場

Makiyama　Central　Park　Baseball　Field

●グラウンド

　両翼90m・中堅110m
外野人工芝ナイター設備完備

●所在地／新発田市乙次41－1

ぴ1ピ
”

：IL、豊浦総合運動施設

P駐車場
藷

合計300台
市
役
所
支所●

、　、

；ぴ）▲
墨

羽

、 ・ o⑳．口
浦郵便局

　葉　線

◎

　文
豊涌中学社

麗》　　　　　　　　真木山

自　る
文

新発田南高校 ．　　　　●
中

豊浦分校

至

阿
賀

浦

至

肩

　　一

野 温
市 泉

Toyoura　Allround　Facitities

●サッカー・ラグビーコート1面、400m

　トラックを設備した天然芝多目的グラウ

　ンド（インフィールド100m×70m）、

　テニスコート（人工芝）3面、キャンプ場

●所在地／新発田市吉浦1650

鐙1亘〉真木山中央公園多目的練習場

　　ノMakiyama　Central　Park　Multipurpose
　　　lndoor　Practice　Field

　　　●テニス・フットサル等ができる

　　　　屋内練習場（人工芝，24m×37m）

　　　●所在地／新発田市乙次22－1

’ ，言ll、豊浦体育センター

　　∵’二．．’T・y・u・aPhy・ical・Educati・n　Cent・・

　　　　　●バスケットボール1面／バレーボール

　　　　　　2面／バドミントン3面（34m×27m）

　　　　　●所在地／新発田市乙次26－1

●豊浦地区問い合わせ先／豊浦地区公民館（0254－22－2081）
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新発田市民プール
Citizen’s　Pool

●プール

　50mプール（9コース）・25mプール
　（6コース）・スライダー付幼児用プール

●所在地、”新発田市岡田］507

●問い合わせ先（開設期間のみ）’

大天城公園野球場

1王

》

司
l

T

l
］

市民プール（025423－6596）

新発田市内全域

中条ゴル

　Otenjo　Park　Baseball　Field

　●グラウンド　両翼80m・中堅100m
　●所在地／新発田市箱岩2041
　●問い合わせ先．／加治川地区公民館（0254－33－2433）

、大天城公園テ＝スコート

藤塚浜海水浴場o蓼

Otenjo　Park　Tenrlis　Courts

●全天候型コート2面設備

●所在地，新発田市箱岩2041
●問い合わせ先．／力口治川地区公民館（0254－33－2433）

加治川地区体育館

　　　　　　　　　　　　命≡iこ・；’・二．1．1：1－

聖籠町・＼　＼．／　．
　　　　　　　　　／・才苛・一些え．∵

Kajikawa　Area　Gymrlasium

●体育館（35m×30m）バスケットボール2面’バレーボール2面

　バドミントン6面’ソフトテニス1面／屋外に相撲場を併設

●所在1也　新発田市住田547

●問い合わせ先．加治川地区公民館（0254－33－2433）

大島体育館　　　　　　　　　　　　　　　　　咋力゜幣

　　ピ

頴
頴∵

：’

句〃

　　　　　≡、’

［蛭墓㍗難

．　Oshima　Gymnasium
　●体育館（277m×16．7m）

　　バレーボール1面、軽スポーツ向

　●所在地・新発田市大中島37

　●問い合わせ先／紫雲寺地区公民館（0254－41－2291）

紫雲の郷スポーツ施設

．；

佐々次　　’．

／｛

Shiun　rlo　Sato　Sports　Facjlities

●屋内プール　休館日：毎月第3木曜日

　5種類あり、全て温水プール。

　メインプール25m×3コース
　子ども用プール／バーデプール

　他に打たせ湯・寝湯

●体育館（23．95m×17．4m）

　バレーボールコート1面

　バドミントンコート3面

●多目的運動広場（天然芝）

　サッカーコート1面

●テニスコート（全天候型人工芝・砂詰型）3面

●所在地／新発田市藤塚浜966

●問い合わせ先／紫雲の郷（025441－1126）

　　　　＼4一　㌶試フぐ7‘、
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Healthy　Ptaza　Shiunji

●トレーニングルーム
　運動で健康生活を手に入れたい方は、ぜひ

　健康増進スタジオをご利用ください。

●所在地／新発田市真野原外3331－5

●問い合わせ先／健康プラザしうんじ（0254－41－4602）
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スポーツ施設マツプ
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ノーブルウッドゴルフクラプ

Noblewood　Golf　Club
●所在地／新発田市藤塚浜2001

●問い合わせ先／ノーブルウッドゴルフクラブ

　　　　　　　　　（0254－41－0210）

紫雲ゴルフ倶楽部

Shiun　Golf　Club

●所在地／新発田市元郷211

●問い合わせ先／紫雲ゴルフ倶楽部

　　　　　　　　（0254－41－2471）

新発田城カントリー倶楽部

Shibatajou　Country　Club
●所在地／新発田市浦1023－1

●問い合わせ先／新発田城力ントリー倶楽部

　　　　　　　　（0254－26－3672）

フォレストカントリー倶楽部

Forest　Country　Club

●所在地／新発田市万代855
●問い合わせ先／フォレストカントリー倶楽部

　　　　　　　　　（0254－32－3333）

中峰ゴルフ倶楽部

ふ’

「　一一一　

Nakamine　Golf　Club
●所在地／新発田市本田130－4

●問い合わせ先／中峰ゴルフ倶楽部

　　　　　　　　　（0254－32－1200）

櫛形ゴルフ倶楽部

Kushigata　Golf　Club

●所在地／胎内市小牧台900
●問い合わせ先／櫛形ゴルフ倶楽部

　　　　　　　　　（0254－43－7200）

中条ゴルフ倶楽部

Nakajo　Golf　Club

●所在地／胎内市村松浜555
●問い合わせ先／中条ゴルフ倶楽部

（0254－45－3636）
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i

　　　　新発田市民文化会館

　　　　Shibata　Civic　Center

塁溜丑］蟻1人1，i．1．A唱コンク→レヌ

●主な事業

・ 教育鑑賞事業
　市民に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し、芸術文化の振興に寄与する

　ことを目的に実施しています。

　毎年、様々なアーティストによる公演を企画しています。

・ 文化創造事業
芸術文化活動の支援や活性化を図る目的に実施しています。

毎年、市民参加による様々なジャンルの公演を実施しています。

・ 全国「花嫁人形」合唱コンクール
　新発田市出身の拝情画家「蕗谷虹児」（ふきやこうじ）が作詩した唱歌

　「花嫁人形」を次世代に歌い広めたいという想いから、作曲家の池辺晋一郎

　氏に編曲していただいた合唱曲「花嫁人形」を課題曲として開催する

　全国「花嫁人形」合唱コンクールです。

・ 貸館事業

●所在地／新発田市中央田4－11－7

●問い合わせ先／市民文化会館（0254－26－1576）

生涯学習センター

b　一

Lifelong　I＿earning　Center

市民の学習活動を積極的に支援し、市民生活の充実及び潤いのあるまちづ

くりのための施設です。

ふれあいロビーでは、利用者の皆さんのふれあい・語らいの場としての利用

のほか、新聞・雑誌の閲覧、生涯学習に関する情報機器（インターネット）

も備えています。

●所在地／新発田市中央田」5－8－47

●問い合わせ先／生涯学習センター（0254－26－7191）

㊥Shi＿hi釦1＿＿新発田市カルチャーセンター

市民の健康の保持増進・体力の向上のため、個人・団体で利用できる各種

屋内スポーツ設備です。また、10～130人くらいまでの会議・研修会等

で利用できる文化的機能も併せもった多目的施設でもあります。

●所在地／新発田市本町4－16－83

●問い合わせ先／カルチャーセンター（0254－23－3050）

●新発田市中央公民館Shibata・shi・Central・Public・Hall

　　●所在地／新発田市中央町4－11－7（市民文化会館併設）

　　●問い合わせ先／中央公民館（0254－22－8516）

豊浦地区公民館Toyoura・Area・Public・Hall

●所在地／新発田市乙次26－2

●問い合わせ先／豊浦地区公民館（0254－22－2081）

●紫雲寺地区公民館Shiunji・Area・Public・HalI

●所在地／新発田市稲荷岡2371

●問い合わせ先／紫雲寺地区公民館（0254－41－2291）

●加治川地区公民館Kajikawa・Area・Public・Halt

　　●所在地／新発田市住田547－1

　　●問い合わせ先／加治川地区公民館（0254－33－2433）
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救急病院

　　　　新潟県立新発田病院

　　　　新発田市本町1－2－8（0254－22－3121）

　　　　新発田地区救急診療所

　　　　新発田市本町1－16－14（0254－23－8350）

新発田市街地の救急病院と観光マップ
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tt●五十公野御茶屋

●旧県知事公舎記念館

●東中学校

丁～
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㍊
　　璽…岡温泉

■月岡温泉Tsukioka　Hot　Spa“Onsen”

　スポーツを思いっきり頑張ったあとは、越後の奥座敷「美人になれる

　温泉、月岡温泉」で、ゆっくりお湯につかって疲労回復してくださいね。

月岡温泉発祥の地に、美肌を願う新しいパワースポット「源泉の杜」が誕生しました。

気軽に楽しめる足湯「湯足美（ゆたび）」もあります。どちらも無料でこ利用できます。
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，　あかたにの家

’＾　Akatani　no　Ie

　　平成28年7月9日に旧赤谷小学校を改修オープンした施設です。

　●施設概要
　　あかたにの家は新発田市の南東部に位置する赤谷地区にあり、施設の周辺は緑豊かな山々、

　　清らかな水が流れる加治川や内の倉湖など四季折々に変化する自然景観に恵まれた地域です。

　　青少年団体や子ども会、スポーツ団体の合宿やキャンプ、各種学校の授業合宿や宿泊体験、

　　さらに社会教育関係団体の会合や練習などのtS学びの場！：“体験の場““交流の場“としてご利

　　用ください。

●ご利用案内

　・利用できる方　活動目的を持った青少年団体等

　・宿泊定員　　　72名

　・休館日　　　　毎週月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）

　　　　　　　　　12月1日から翌年3月末まで（冬季閉館）

　・申し込み方法　宿泊使用は宿泊日の10日前、日帰り使用は使用日の5日前までにお電話

　　　　　　　　　でお申し込みください。

　・食事について　食事の提供はありませんが、食材を持ち込み調理実習室や野外炊事場で

　　　　　　　　　自炊が可能です。

　　　　　　　　　また、メニューの中からお弁当等の取次が可能です。

●使用料金
・ 基本使用料

叩：：　　　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　＝＝　　　　　　・・：：

　　　中学生以下（指導者含む）
1人1泊 1200円

宿　泊
上記以外 1，500円

中学生以下（指導者含む） 1人1回 360円
日帰り

上記以外 450円
※市外の方の利用は基本使用料に5割加算されます。

●問い合わせ・予約先

　開館期間中

・使用料の減免について

市内の概ね中学生以下で構成

する少年団体又は市の主催10割減免

もしくは共催で使用するとき

市内の高校生、大学生、専門学
　　　　　　　　　　　4割減免
校生が教育目的で使用するとき

その他教育委員会が必要と認めたとき10害臓免

※減免適用団体は、シーツ等クリーニング

　代を別途いただきます。

閉館期間中

「’

Sli　iifilllSfii：；in

・付属設備及び備品使用料

≡苦2　　　・・＝回．，　＝　　　　”＝

シャワー（日帰りのみ） 1回　1人 100円

プロジエクター 1回　1台 1．000円

パソコン 1回　1台 300円

ガス器具 1回　1人1食 20円
・ シャワーは、日帰り使用の場合となります。

・ プロジェクター及びパソコンの使用回数は、

午前9時から正午まで、午後0時30分から

　午後4時30分まで、午後5時30分から午後

　9時30分までを各1回とします。

新発田市青少年宿泊施設あかたにの家

〒957－0464　新発田市上赤谷2173番地

電話0254－28－2116　FAX　O254－28－2123

新発田市生涯学習センター内新発田市中央公民館事務室

〒957－0053　新発田市中央町5丁目8番47号

電話0254－22－8516　FAX　O254－22－1977
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月岡温泉宿泊旅館

●ホテルひさご荘
●ホテルニューあけぼの

●したしみの宿東栄館

●ホテル清風苑
●村上館　湯伝
●白玉の湯　泉慶

※宿のこ指定は出来ません。

※宿泊料金

　1人1泊2食（消費税別）

○大学生／8．500円○高校生／7，500円○小・中学生／6，500円

※昼食（弁当）の手配や旅館から練習会場までの送迎も出来ますのでご相談下さい。

　（別途費用がかかります）

※問い合わせ・予約先

新発田市スポーツ推進課スポーツ・カルチャーツーリズム係　電話0254－28－9660

月岡温泉旅館協同組合　電話0254－32－2975

●白鳥の宿ますがた荘

●深層湯温泉紫雲の郷

●民宿かみさいや

新発田市内宿泊施設

●角米沢屋旅館

●新発田第一ホテル

新発田市五十公野4498－1

新発田市藤塚浜966

新発田市藤塚浜石山海岸

新発田市菅谷863

新発田市諏訪町1－2－3

●新発田ニューホテルプラザ新発田市諏訪町1－9－29

●竹内旅館

●割烹旅館　多奈可や

●割烹旅館　庭山

●本米澤屋

●お宿　松原館

●ホテル丸井・丸井旅館

●渚の宿　マルシン

●ホテルルートイン新発田インター

●皆川旅館

●割烹の宿　より路

新発田市諏訪町1－2－1

新発田市稲荷岡2066

新発田市石喜169

新発田市菅谷839－1

新発田市藤塚浜1154

新発田市諏訪町2－1－9

新発田市藤塚浜3585－427

新発田市舟入町3－3－12

新発田市大手町1－6－21

新発田市藤塚浜3585－182

電話0254－29－2008

電話0254－26－7333

電話0254－26－3136

電話0254－22－2465

電話0254－41－2013

電話0254－25－2028

電話0254－29－2005

電話0254－41－2768

電話0254－26－1205

電話0254－41－4224

電話0254－20－3355

電話0254－22－2329

電話0254－41－4311

詳しくは各宿泊施設に

お問い合わせください。

新発田市外のスポーツ団体及び文化団体により新発田市内で開催される合宿・大会に

ついて宿泊に要する経費の一部を補助します。

■対象者
●要　　件

●補助金額

●その他
●問合せ先

新発田市外のスポーツ団体及び文化団体

・ 新発田市内の施設を利用し新発田市内の宿泊施設に宿泊すること

・ スポーツ団体は参加者数×宿泊日数が30人泊以上であること

・ 文化団体は参加者数×宿泊日数が15人泊以上であること

1人1泊2，000円　／　上限1団体につき20万円

この補助金は1団体が実施する合宿・大会につき1回限りの申請となります

新発田市スポーツ推進課（TEL　O　254－28－9660）
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国内線：※沖縄　　福岡

　　　　　　＼　　＼

新潟県新発田市へのアクセス

新潟市から北へ約30kmに位置し、東京からは

約350km。東京～名古屋と、ほぼ同じ距離です。

東京～新潟は、上越新幹線で最速97分です。

●鉄道の場合

東京方面から（上越新幹線）一新潟駅一（白新線）一新発田駅下車

大阪方面から（信越本線）一新潟駅一（白新線）一新発田駅下車

秋田方面から（羽越本線）一新発田駅下車

●自動車の場合

関越・北陸自動車道一日本海東北自動車道／聖籠新発田IC一新発田

磐越自動車道／安田IC国道290号線一新発田

●飛行機の場合

新潟空港より車で約30分

新潟空港一シャトルバスで約20分一新潟駅 綱締

上越

大¶

新潟空港●

　　新潟

　　　　　　　新津

　　　／，
　　　4

　　　t

　柏崎

　　更埴

名古屋

　　　／
　／　　　｛

　　日魏

　自動車道

　　　　　▲

成田　　千歳

新発田
　　　　畿髄

長岡〆
　　　　ノ

襟

高崎　’べ．

、

会津若松

一日本海東北自動車道
一磐越自動車道
■■■■■関越自動車道

■■一■■北陸自動車道

一上信越自動車道
一長野自動車道
一【＝S［＝■上越新幹線

＝コロ＝■北陸新幹線

※国内線沖縄便は

　6月から9月まで運休です。
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新発田市の木：サクラ

　　e；N）・、・s　一
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新発田市の花：アヤメ

　　　　新発田市スポーツ推進課

〒957－8686新潟県新発田市中央町3丁目3番3号
　　　　　　　　　新発田市役所6階

　TEL　O254－28－9660（ダイヤルイン）

　TELO254－22－3030（代表）
　　http：／／www．city．shibata．niigata．jp

　新発田市スポーツ＆カルチャー施設のご案内　2017．08発行


